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学校教育目標
・意欲をもち 自主的に学習する生徒
・人と郷土を愛し 進んで奉仕する生徒
・健康で はつらつとした生徒

＜地区大会～バレーボール＞

≪お忙しい中、多数のご参加、ありがとうございました！≫
４月２４日(水)、今年度初めての学校開放、

授業参観並びに学年・学級懇談会を行うとと
もに、本校体育館にてＰＴＡ定期総会を開催
しました。
総会では、植野渉会長さんのあいさつの

後、平成３０年度事業報告・会計並びに会計
監査報告、平成３１年度事業計画案・予算案
等提案がなされ、いずれもが承認されまし
た。そして、引き続き、本年度の本部役員・会 ＜授業参観の様子＞ ＜ＰＴＡ総会の様子＞
計監査案が承認され、飯野不二雄会長さんをはじめとする、ＰＴＡ新本部役員が決まりました。
最後に、今回退任される本部役員・会計監査の方に、ＰＴＡ会長並びに校長連名の感謝状が贈られ

ました。ＰＴＡ本部役員会への出席、各ＰＴＡ活動の企画立案並びに運営、学校教育活動への協力等、
本当に様々な場面でお世話になりました。誠にありがとうございました。
また、保護者の皆様には、当日大変お忙しい中、授業参観や懇談会の方にも、多くのご参加をいた

だき、誠にありがとうございました。お陰様で、生徒達はいつにも増して張り切って授業に取り組ん
でいたように思います。また、各学級担任や学年職員も、保護者の皆様から貴重なご意見をいただき、
大変ありがたかったとのことでした。
今後も、家庭・地域・学校が緊密な連携を図れますよう、国中ＰＴＡ活動並びに学校教育活動への

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

≪新元号への対応について≫
４月３０日（火）をもって「平成」は終わり、５月１日（水）より新たに「令和」の時代が始まり

ました。そして、新天皇即位や改元に伴う儀式や祝賀行事が、全国各地で催されました。つきまして
は、年度途中の改元に伴う対応を、以下のようにさせていただきます。各行政・民間の機関や団体と
は異なる場合もありますが、教育関係機関においては、下野市教委、市内各小・中学校や他市町等も
同じ対応となっています。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。

１ 今後実施される学校行事や会議等の和暦表示は「令和」を使用する。
（例：「令和元年度運動会」、「令和元年度卒業式」）

２ 今後作成する文書は「令和」を用いる。ただし、すでに配付、発送済みの文書に「平成」が
用いられている場合は、その訂正は必要としない。

３ 日付が自動印字されるコンピュータシステム（ソフト）を使用していて、現在、新たな元号
への対応がなされてない場合は、それが改正されるまで、「平成」を使用することとする。

≪緊急時の連絡について≫

先日の1０連休が始まる前にもお伝えしましたが、生徒が事件や事故に遭うなどして、学校職
員の勤務時間外（休日を含む）に緊急に連絡をすることがあり、学校（℡.４４－００５０）に
電話したがつながらなかった場合には、下野市教育委員会学校教育課（℡.３２－８９１８）に
電話をしてください。その際は、学校教育課職員若しくは警備会社を経由して、本校校長・教頭
へ連絡が来るようになりました。



≪生徒達の頑張りは見事でした！≫
５月１０日（金）～１２日（日）の３日

間、運動部活動の「下都賀地区春季大会」
が、各大会会場（中学校や運動公園等）で開
催されました。「下都賀地区大会」というの
は、下都賀地区（下野市、小山市、栃木市、
壬生町、野木町の３市２町）内の３２の公立
中学校、小山市立絹義務教育学校の７～９年
生並びに、國學院大學栃木中学校の計３４校
が参加する大会です。出場校数は競技によって ＜女子バスケットボール＞ ＜男子ソフトテニス＞
異なりますが、互いに競い合い、好成績を収めた団体、個人が県大会へと駒を進めることになります。
試合当日、生徒達は、同じ部活動の仲間達の声援を受けながら、勝敗に関わらず、誰もが真剣に試

合や競技に臨み、素晴らしい活躍を見せてくれました。また、暑さの大変厳しい日もありましたが、
多くの保護者の方々が試合会場まで応援に駆け付けてくれました。誠にありがとうございました。お
陰様で、生徒たちの大きな励みとなり、日頃の練習の成果を遺憾なく発揮できたように思います。今
後も、どうぞよろしくお願いいたします。

陸上競技 共通４００ｍ準優勝 江田 圭汰 卓球男子 団体 予選リーグ
〃 第３位 井元 瑞穂 団体第５位 ３－１ 栃木東中 勝ち

共通１００ｍH準優勝 橋本 磨凛 県大会出場 決勝トーナメント
共通８００ｍ準優勝 西松 涼介 １ 回 戦 ３－０ 東 陽 中 勝ち

※以上４名県大会出場 ２ 回 戦 １－３ 野木二中 負け
敗者復活 ３－１ 大平南中 勝ち

野球 １回戦 ９－０ 大平中 勝ち 〃 ３－２ 石 橋 中 勝ち
２回戦 ０－１ 石橋中 敗退 個人（シングルス）

太田聖斗 優勝 ※県大会出場
サッカー １回戦 ０－１ 南犬飼中 敗退

卓球女子 団体 予選リーグ
バスケット １回戦 ７４－１８ 栃木東中 勝ち ２－３ 絹義務
ボール男子 ２回戦 ６６－６９ 大 谷 中 敗退 ３－０ 小山中 ２位通過

決勝トーナメント
バスケット １回戦 ３９－６５ 美田中 敗退 １回戦 ２－３ 岩舟中 敗退
ボール女子 個人（シングルス）

児珠清華 ベスト８
バドミント 団体１回戦 梅田依茉 敗者復活
ン ０－２ 小山城南中 敗退 ※以上２名県大会出場

敗者復活戦
２－０ 間々田中 勝ち 柔道男子 団体 予選リーグ１勝１敗
０－２ 東 陽 中 敗退 団体第３位 決勝トーナメント

個人戦敗退 県大会出場 １回戦 ５－０ 岩舟中
準決勝 ２－２ 小山三中

バレーボー 予選リーグ （代表負け）
ル １－２ 間 々 田 中 負け 個人

０－２ 小山城南中 負け 準優勝 芝山大空・大久保友樹
予選リーグ敗退 第３位 手塚涼太・古河流輝

池田慶悟
ソフト 団体２回戦 １－２ 栃木東中 敗退 ※以上５名県大会出場
テニス男子 個人（ペア）

大野晃世・山中翔希 ベスト８ 柔道女子 団体リーグ ３勝１分
池田遥空・櫻井元夢 敗者復活 団体優勝 ２－０ 國 學 院 勝ち

※以上２ペア県大会出場 県大会出場 ３－０ 岩 舟 中 勝ち
２－０ 大平南中 勝ち

ソフト 団体１回戦 ３－０ 藤岡二中 勝ち １－１ 野 木 中 分け
テニス女子 ２回戦 ２－０ 南犬飼中 勝ち 個人
団体第３位 準々決勝 ２－０ 石 橋 中 勝ち 優 勝 倉持羽那・野澤美祐希
県大会出場 準決勝 ０－２ 小山二中 敗退 準優勝 大賀夏帆

個人（ペア） ※以上３名県大会出場
佐藤花・萩原杏理 ベスト８

※県大会出場 剣道女子 個人戦敗退

剣道男子 団体 予選リーグ 個人 手塚光太郎 ベスト１６
団体 ５－０ 南犬飼中 勝ち 見山正剛 ベスト３２
ベスト８ ３－１ 大 谷 中 勝ち 廣重颯太 ベスト３２
県大会出場 決勝トーナメント ※以上３名県大会出場

１回戦 １－３ 小山城南中 敗退


